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アカイカ 中国111015 07 07 惣菜食品 海鮮チヂミセット　１セット 三郷市

普通はるさめ 中国111031 07 07 惣菜食品 鶏だんごと春雨の白湯スープセット　１セット 茨城県

葉ねぎ 日本（国産）・中国111490 11 11 加工食品 いろいろ海藻スープ　３種１０食 岡山市

ごま油 中国・ナイジェリア・タンザニア・ウガ
ンダ・ブルキナファソ・ミャンマー（ビ
ルマ）・中南米

111546 11 11 加工食品 子ども用麻婆豆腐（マーボードーフ）の素　１９０ｇ×２ 長野県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド・タイ

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム111571 11 11 加工食品 ノンカップ麺うどんセット（和風カレー・きつね）　２種×４食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

りんご果汁 中国111716 14 14 菓子 ミニカップゼリーフルーツ５０　４２０ｇ（１５ｇ×２８個） 福岡県

ごぼう 日本（国産）・中国114 11 11 加工食品 ベターホームのかあさんの味惣菜缶セット　１０種各１缶 岩手県

さといも 中国

たけのこ 中国

れんこん 中国

乾しいたけ 中国

根深ねぎ 日本（国産）・中国

豆 中国

ぶどう 中国133 07 07 惣菜食品 フルーツサラダヨーグルト　３００ｇ 北海道

もも白桃 中国

温州みかん 中国

イタヤガイ 中国151 08 08 冷凍食品 焼きおにぎりバーガー（海鮮かき揚げ）　２個２４０ｇ 山形県

たまねぎ 日本（国産）・中国157 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。
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青ピーマン 中国166 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 埼玉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

173 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

りょくとう乾燥 中国232 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ 中国401 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

たまねぎ 中国・日本（国産）423 04 04 水産 骨取り秋鮭南蛮（タルタル付）　２４６ｇ（秋鮭４切２００ｇ） 宮城県

イカ 中国424 08 08 冷凍食品 いかフライ　６枚２４０ｇ 愛知県

根深ねぎ 中国429 04 04 水産 イカとホタテの油淋鶏ソース炒め　２２０ｇ＋ソース６０ｇ 千葉県

あずき 中国483 08 08 冷凍食品 ザクッと白くま（アイスバー）　５５ｍｌ×６本 栃木県

海藻パウダー 中国・韓国504 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国516 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

魚肉すり身 中国525 07 07 惣菜食品 枝豆ちぎり揚げ　１５０ｇ 宮城県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・ニュージーラ
ンド・日本（国産）・オーストラリア

535 08 08 冷凍食品 ごまひじきだんご　１４０ｇ 茨城県

ヒジキ 韓国・中国

きくらげ 中国541 08 08 冷凍食品 麻婆はるさめ　１６０ｇ×２ 兵庫県

普通はるさめ 中国

たけのこ 中国547 07 07 惣菜食品 野菜たっぷり五目焼売（大粒）　６個２２２ｇ 千葉県

えだまめ タイ・中国577 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド582 07 07 惣菜食品 お弁当ミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

りんごピューレ 日本（国産）・中国610 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

たまねぎ 中国・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

615 11 11 加工食品 ナポリタンソース　２６０ｇ（２人前）×３ 三重県

トマト タイ・中国

トマトペースト 中国

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。
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マッシュルーム 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

616 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

にんじん 中国

トマトペースト トルコ・中国

ごま 中南米・中国632 12 12 調味料 バンバンジーソース　２１５ｇ 東京都

ごま油 中国637 12 12 調味料 ピリ辛ごまみそめんつゆ　３２０ｇ 東京都

トマトペースト 中国639 12 12 調味料 エビチリソースの素（３～４人前）　１１０ｇ×２ 長野県

りんご果汁 中国655 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

らっかせい 中国676 14 14 菓子 徳用食塩不使用ミックスナッツ（小分けパック）　２０袋（３６０ｇ） 兵庫県

くり 中国684 14 14 菓子 有機むきぐり（割れ栗）　６０ｇ 中国

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。


